
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始の休みについて 
 
【役場本庁舎】  問合せ：総務課 ℡７２－１１１４，町民課 ℡７２－１１１２ 
■期 間  １２月２７日（土）～平成２７年１月４日（日） 

 ※死亡届，婚姻届，出生届等については，日直の職員が受領します。（届出の内容に不備がある
ときは，その日が受理日にならないことがあります。） 

 
【斎場】  問合せ：町民課 ℡７２－１１１２，斎場 ℡７２－４０００ 
■期 間  １２月３１日（水）～平成２７年１月３日（土） 

 
【環境センター（ごみ収集）】  問合せ：環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
■期 間  １２月２７日（土）～平成２７年１月４日（日） 

       ただし，１２月３０日（火）及び平成２７年１月３日（土）は，ごみの持ち込み
を受け付けます。 

▽受付時間  8:45～11:30，13:10～16:00 ※受付時間内の持ち込みに御協力ください。 
 

【衛生センター（し尿処理）】  問合せ：環境課（衛生センター） ℡７２－３０７６ 
■期 間  １２月２７日（土）～平成２７年１月４日（日） 

 
【中央公民館及び図書館プチ・ソフィア】  問合せ：生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 ■期 間  １２月２９日（月）～平成２７年１月３日（土） 
 
【各コミュニティセンター】  問合せ：生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
■期 間  １２月２７日（土）～平成２７年１月４日（日） 

 
【文化福祉会館まいん】  問合せ：大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 
■期 間  １２月２９日（月）～平成２７年１月３日（土） 

 

水郡線各駅をイルミネーションで彩ります 
 
水郡線全線開通８０周年を記念して，水郡線の知名度向上や沿線の活性化，また，水郡線の利

用促進を図ることを目的に，町内４駅をイルミネーションで飾りつけ，列車からの景色を華やか
に演出します。 
■点灯場所  ＪＲ水郡線 西金駅，上小川駅，袋田駅，下野宮駅 
■点灯期間  １月１８日（日）まで 16：00～21：20（※下野宮駅は20：45まで） 
 
問合せ まちづくり課総合政策係 ℡７２－１１３１ 
 

１２月１０日（水）から１２月１６日（火）までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です  
 
 拉致問題は，我が国の喫緊の国民的課題であり，この解決を始めとする北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処が，国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中，この問題についての関心
と認識を深めていくことが大切です。詳しくはホームページ（www.rachi.go.jp）を御覧ください。 
 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 
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町内イルミネーション事業に参加してみませんか 
 
現在，町が実施している町内イルミネーション事業（大子来人～ダイゴライト～）の一環とし

て実施する「湯の里公園イルミネーション装飾」に参加するグループを募集します。 
■対 象  大子町在住の方又は町内に勤務の方を含むグループ 
■募集数  ３グループ（３グループが交代でイルミネーションの装飾を行います。） 
■申込み  １２月１７日（水）までに観光商工課の窓口に申し込んで下さい。（先着順です。

募集の数になり次第締め切ります。） 
■その他 
・電気代の負担はありませんが，イルミネーション装飾に必要なＬＥＤ電球や支柱等はグルー
プで用意してください。 

・会場内に電源の用意があります。（５００ワット以内の利用） 
・イルミネーション装飾の期間は，１グループ原則１か月以内（準備，撤去を含む。）としま
す。前のグループの終了後に，次のグループに準備の案内をします。 

・申込み時には，参加申込書を提出してください。参加申込書は観光商工課にあります。 
 
問合せ  観光商工課観光係 ℡７２－１１３８ 
 

臨時福祉給付金・子育て世帯特例給付金の申請はお済ですか？ 
 
 ４月からの消費税の引上げに伴う臨時的な措置として，対象者に給付金を支給しています。 
 給付対象になると思われる方には，「お知らせと申請書」をお送りしていますので，申請がお済
でない方は早めに手続をお願いします。（臨時福祉給付金は，平成２６年度分の町民税（均等割）
が課税されていない方に支給します。ただし，課税されている方の扶養親族及び生活保護の被保
護者には，支給されません。） 
 今回の給付金は，一人１回のみの給付となります。（一度給付された方は，対象になりません。） 
■申込期限  平成２７年１月５日まで（土，日，祝日及び１２月２７日～１月４日は除く。） 
■申 込 み  申請書，認印，本人及び申請書記載者全員の運転免許証又は保険証，口座確認の 

ための預金通帳，年金受給者全員の年金改定通知書（臨時福祉給付金のみ必要）を 
持参して福祉課に申し込んでください。 

 
問合せ  福祉課社会福祉係又は子ども家庭係 ℡７２－１１１７ 
 

平成２７年度小学校新入学児童に対する入学祝い品の贈呈について 
 
 （社福）茨城県母子寡婦福祉連合会は，ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子様に入学
祝い品（学用品）を差し上げます。該当児童のいるひとり親家庭で祝い品を希望する保護者の方
は，福祉課にお子様の氏名，性別，生年月日，保護者名，住所及び連絡先を平成２７年１月３０
日（金）までにお申し出ください。 
 
問合せ  福祉課子ども家庭係 ℡７２－１１１７ 
 

「栄養ケア・ステーション活動」の担い手となる管理栄養士・栄養士を募集しています 
 
（公社）茨城県栄養士会では，県民の健康づくりを積極的に支援するための「栄養ケア・ステ

ーション」で活動していただく管理栄養士・栄養士の方を募集しています。 
 活動の内容は，個別栄養相談，診療所等医療機関における栄養相談，生活習慣病予防及び介護
予防の食事相談，特定保健指導，地域における食育講座などです。 
「栄養ケア・ステーション」での活動を希望する管理栄養士・栄養士の方は，（公社）茨城県栄

養士会へお問い合わせください。 
 

問合せ  公益社団法人茨城県栄養士会 ℡０２９－２２８－１０８９（月曜～金曜 9:00～17:00）  

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 
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特定町営住宅入居者募集 
 
■募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 

アメニティ本町 大子 999－7 １戸 ２ＤＫ ＲＣ５階建 Ｈ１６年 

■入居資格 
 ・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００円以下の方 
 ・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 

 ・暴力団員でない方 
※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 
※入居の際は，連帯保証人が２人必要です。 

■月額家賃 
入居する１８歳未満の児童数 減 額 月額家賃 

０人の場合（本来家賃）     ０円 ４９，０００円 
１人の場合 ４，９００円 ４４，１００円 
２人の場合 ７，３００円 ４１，７００円 
３人以上の場合 ９，８００円 ３９，２００円 

■共益費  ３，０００円（月額） 
■敷 金  家賃の３か月分 
■受付期間  １２月５日（金）～１９日（金） 
■受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
■入居者の選考  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会の選考によ

り入居予定者を決定します。 
■入居時期  平成２７年１月中旬予定（誓約書等の必要書類提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

 

凍結による破裂を防ぐためにも，水道管に防寒対策を 
 
厳しい冬が訪れ，夜間の冷え込みで気温が下がると凍結による水道管の破裂が多くなります。

特に，風当たりの強い所や日陰，北向きにある水道管，メーター器には防寒対策をしてください。
メーター器は，発泡スチロールを小さく砕き，ビニール袋に詰めたものをメーターボックスの中
に入れて保温してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メーター器が凍結等により破裂すると，修繕費として次の料金がかかります。 
１３ｍｍメーター器   ４，６９０円（消費税込み） 
２０ｍｍメーター器   ６，０６０円（消費税込み） 
２５ｍｍメーター器   ７，７３０円（消費税込み） 

※町営水道の修理や工事は，指定業者以外はできません。必ず大子町指定水道事業所に依頼して
ください。 

 
問合せ  平日（8:30～17:15）  水道課業務係 ℡７２－２２２１ 

夜間・休日       大子浄水場 ℡７２－０３２１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 
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バルブユニオン 
 万一破裂した場合は，こ
のバルブを表示された方向
に回して閉めてください。 

バルブを途中で止めるとバ
ルブ自体から水が出るので，
開閉とも途中で止めないで
最後まで回してください。 

発砲スチロールをビニー
ル袋に詰め，検針がしやす
いように２～３袋にし，毎
年交換してください。 

メーター器 



 

 

大子町社会福祉協議会嘱託職員（保育士）募集のお知らせ 
 
■募集人数  １人 
■募集要件 
 ・保育士（嘱託職員） 

資格等 職務内容 勤務場所 勤務時間等 
・保育士 
・普通自動車第１種免許 
・昭和２９年４月１日以
降に生まれた方（６０
歳以下） 

・子育て支援センター 
・放課後児童クラブ 
・障がい児支援 

・文化福祉会館
２階（子育て
支援室） 

・原則，月から金曜日
までの8：30～13：00
（休憩30分。祝日を
除く。） 

■雇用期間  平成２７年１月５日から平成２７年３月３１日までの期間。ただし，平成２７年
４月１日以降も更新する場合あり。 

■試験内容  作文試験及び口述（面接）試験 
■試験 日  平成２６年１２月２５日（木） 
■申込方法  履歴書（市販のもので家族構成欄のあるもの）に写真を貼付して，所定の事項を

記入し，大子町社会福祉協議会事務局まで持参するか又は郵送してください。 
■申込期間  平成２６年１２月１２日（金）から平成２６年１２月２２日（月）までの土・日

曜日，祝日を除く，午前 8時30分から午後5時15分の間 
■申込先及び問い合わせ先 
       大子町社会福祉協議会事務局 
       住  所：〒319-3526 大子町大字大子７２２－１ 
       電話番号：７２－２００５ 
■その 他  試験会場や時間等の詳細は，申込後個人宛に通知いたします。 
 
問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

 

危険物取扱者試験及び危険物取扱者準備講習会のお知らせ 
 
■危険物取扱者試験 

種 類 期 日 場 所 
甲 種 

平成２７年２月１５日（日） 茨城大学（水戸市） 乙種（第１類～第６類） 
丙 種 

 ▽申請期間 
【書面申請】 １２月８日（月）～２４日（水）9:00～17:00 ※土・日曜日を除く。 

         郵送又は窓口に持参 
          〒310-0852 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発公社ビル４階 
           一般財団法人消防試験研究センター茨城県支部 
            ℡０２９－３０１－１１５０ 

【電子申請】 １２月５日（金）午前９時から１２月２１日（日）午後５時まで ※２４時間対応 
■危険物取扱者準備講習会 

種 類 期 日 場 所 定 員 

乙種第４類 
平成２７年 
１月２０日（火）・２１日（水） 

茨城県市町村会館 
（水戸市） 

１０５人 

 ▽申請期間  １２月２日（火）～希望講習日の１週間前必着 
        インターネット又は郵送 

〒310-0852 水戸市笠原町９７８－２６ 茨城県市町村会館２階 
          公益社団法人茨城県危険物安全協会連合会 
           ℡０２９－３０１－７８７８ 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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いばらき出会いサポートセンター会員募集 
 
いばらき出会いサポートセンターでは，結婚を希望する「独身男女のパートナー紹介」や「ふ

れあいパーティーの開催」などの結婚支援を行っています。 
開設以来，平成２６年４月現在で会員数３，０００人以上，成婚数は１，０００組以上と着実

に実績をあげています。 
町では「いばらき出会いサポートセンター」に町民の方が入会された場合に，入会金 

（１０，５００円）を助成しますので，どうぞ積極的に御活用ください。 
 
問合せ 《入会方法やふれあいパーティーなど》 

いばらき出会いサポートセンター ℡ ０２９－２２４－８８８８ 
                     URL http://www.ibccnet.com 
    《助成金の申請について》 
     まちづくり課地域振興係 ℡７２－１１３１ 
 

農家の皆様へ 農業委員会委員選挙人名簿への登載は毎年申請が必要です！ 
 
 農業委員会委員選挙人名簿は，毎年１月１日現在で登載要件を備えている方からの申請によっ
て作られ，その有効期間は１年です。名簿に登載されるためには，毎年申請する必要があります。 
「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」は，平成２６年の選挙人名簿に登載されている人（世

帯）を対象に行政連絡班長を通して配布します。 
 １月９日（金）農業委員会事務局（農林課内）又は各コミュニティセンター必着となっていま
すので，その前に行政連絡班長に届けてください。 
 なお，有資格者と思われる方で申請書が配布されていない場合は，農業委員会事務局に連絡し
てください。 
≪登載要件≫ 
・平成２７年１月１日現在において，大子町に住所を有する者 
・平成２７年３月３１日現在において，満２０歳以上の者（平成７年４月１日以前の出生者） 
・１０アール以上の農地につき耕作の業務を営む者及び同居の親族又は配偶者で年間６０日以 

上農業に従事する者 
 
※今回の申請書により平成２７年３月３１日に名簿が確定され，平成２７年４月１日から平成 

２８年３月３１日までの間に行われる選挙などに使用されます。 
※「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」は，１２月下旬に配付予定です。 
 
問合せ  農業委員会事務局 ℡７２－１４５７ 

 

林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせ 
 
独立行政法人勤労者退職金共済機構では，林退共制度に加入していたが退職金をまだ受け取っ

ていない方を探しています。 
以前，林業の仕事をしていたが，ご自身が林退共へ加入していたか分からない方についても調

査します。 
また，り災された共済契約者及び被共済者の皆様に対し，各種手続（共済手帳の紛失，退職金

の請求等）の必要が生じた場合は，できうる限りの範囲において速やかに対応したいと考えてい
ますので，最寄りの支部又は本部に相談してください。 
 
問合せ  独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部 ℡０３－６７３１－２８８７ 
    独立行政法人勤労者退職金共済機構 茨城支部 ℡０２９４－７０－３６２０ 

農林課林務係 ℡７２－１１２８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 
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特定健康診査等を受けた方へ 
 
 健康診査の結果に異常がみられても放置している方がいます。健康診査の結果が届いて異常が
みられたときは，早めに医療機関を受診して健康管理に努めてください。 

健診結果 対   応 

異常認めず 
 今回は異常ありませんでしたが，体は年々変化していきます。健
康に気を配っていきましょう。 

要 指 導  
 生活習慣の改善が必要です。食べ過ぎ，偏食等の食生活や運動不
足を見直し，指摘された値が改善するよう努めてください。 
 生活習慣を改善しないと，今後要医療となるおそれがあります。 

要 医 療  
 病院でよく診てもらいましょう。治療中の方は治療を継続してく
ださい。生活習慣の見直しも必要です。 

 
≪健康相談のお知らせ≫ 

 保健師・管理栄養士が健康診査の結果の見方，生活習慣改善の相談に応じます。健康診査の結
果を持参の上，気軽に御相談ください。 
 なお，相談に来られた方にはメタボリックシンドロームに着目した健診ガイドパンフレットを
差し上げます。 
■日 時  毎週火曜日 13:30～15:00 
■場 所  保健センター 
 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 
 

糖尿病予防の食事や運動について一緒に学びませんか 
 
 糖尿病を予防するための食生活の注意や運動について楽しく学び，食生活の改善であなたの健
康づくりをしましょう。 
■日程及び内容 

 期  日 時    間 内     容 

第
１
回 

平成２７年 
１月１５日（木） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付，血圧・体脂肪・血管年齢測定 
講話「糖尿病について」 
講話「食生活チェック・食事についてⅠ」 
調理実習・試食 

第
２
回 

１月２８日（水） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１１：００ 

１１：００～１２：５０ 
１２：５０～１３：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「食事についてⅡ」 
調理実習・試食 
個別指導 

１３：３０～１５：３０ 楽しいエクササイズ（希望者のみ） 

第
３
回 

２月１３日（金） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１１：００ 

１１：００～１２：５０ 
１２：５０～１３：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「食事についてⅢ」 
調理実習・試食 
個別指導 

第
４
回 

２月２７日（金） 
９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「復習と注意点・グループワーク」 
実技「楽しい運動」 

■対象 者  ヘモグロビンＡ１ｃが高めの方及び健康づくりに興味がある７０歳未満の方 
■場 所  保健センター   ■講 師  管理栄養士，保健師及び健康運動指導士 
■定 員  ３０人（先着順） ■参加 費  無料 
■用意するもの  エプロン，三角巾及び筆記用具 
■申込 み  平成２７年１月６日（火）までに健康増進課に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 
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子宮頸がん・乳がん検診を医療機関で受診できます 
 
子宮頸がん・乳がん検診については，今年度の集団検診は終了しましたが，平成２７年２月 

２８日までは個別に医療機関で受診できます。まだお済でない方は，ご自身の健康のためにぜひ
受診してください。なお，受診の前に無料クーポン券又は自己負担金（子宮頸がんは２，６００
円，乳がんは２，４００円）を持参して健康増進課に来庁してください。 
■子宮頸がん検診（今年度中に２０～７４歳となる方） 
町と契約している県内の医療機関（岩佐医院，慈泉堂病院，石渡産婦人科，江幡産婦人科など）

で受診できます。 
■乳がん検診（今年度中に３０～７４歳となる方） 
マンモグラフィ検査（２年に１回）又はエコー検査のいずれかを受診できます。マンモグラフ

ィ検査は常陸大宮済生会病院（常陸大宮市田子内町３０３３－３）又は三愛クリニック（水戸市
小林町１１８６－６０），エコー検査は三愛クリニックのみで受診できます。 
※３０歳代の方は，エコー検査のみとなります。 
※４０歳以上の方のエコー検査は，医師の判断により追加の検査（全額自己負担）が発生する場
合があります。 

※無料クーポン券は，マンモグラフィ検査のみが対象となります。 
※常陸大宮済生会病院で受診する方は，事前に電話予約（℡0295-52-5151）をした上で，健康増
進課にお越しください。年度末は混み合うことが予想されます。早めの受診をおすすめします。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 
 

平成２６年度特定疾患療養者福祉見舞金について 
 
特定疾患療養者の方に対し，福祉の増進を図ることを目的に福祉見舞金を支給します。 

■対 象 者  次の項目の全てに該当する方 
(1) １０月１日現在，茨城県が発行する一般特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証の交 
付を受けており，かつ，町内に住所を有する方 

(2) 申請時に町内に住所を有する方 
■支給 額  年額１０，０００円（口座振込） ■申請期限  平成２７年２月２日（月） 
■申請方法（後見人等による申請については，事前にお問い合せください。） 

申請書に次に掲げる書類を添付して健康増進課に提出してください。 
(1) 一般特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証の写し    
(2) 印鑑（認印） 
(3) 預金通帳等振込先口座のわかるもの（申請者本人の口座） 
(4) 特定疾患療養者福祉見舞金支給申請に係る同意書 
 

問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 
 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 
 
■無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 
■一人５冊まで２週間利用できます。 
■１２月の幼児向け「おはなし会」は，２１日（日）午前１１時から 
行います。 

■休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
■新しく入った本 
  「すべてがＦになる」森博嗣，「テミスの剣」中山七里，「往生際の悪い奴」島田雅彦，「かた
ずの！」中島京子，「皇后美智子さまのうた」安野光雅，「山本周五郎長篇小説全集 21・22巻虚
空遍歴上・下」山本周五郎，「指導力」田尻賢誉，「お悩み別健康スムージ」大越郷子，「あなた
の声がききたい」岸川悦子，「教室はまちがうところだ」蒔田晋治 ほか 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 
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『まいん』催し物のお知らせ 

爆笑「三遊亭圓歌・ケーシー高峰」二人会 
 
  １２月２３日（火・祝） 
 
■時 間  開場13：30 開演14：00 
■会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
■入場料（全席指定席） 
 ≪前売≫ 

一般  2,500円 高校生以下 1,500円 
 ≪当日≫ 
  一般   3,000円 高校生以下 2,000円 
■チケット取扱所 
   大子町観光協会（℡７２－０２８５） 
   大子町振興公社（℡７２－６１１７） 
   中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 
 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８ 

 

ひとり親家庭就職支援セミナー 
～面接で好印象を与えるメイク術とビジネスマナー～ 
 
 明るい第一印象で好感度をアップしまし
ょう！ 
■日 時  平成２７年１月１７日（土） 
      13：30～16：00 
■場 所  いばらき就職・生活総合支援セ

ンター３階会議室（水戸市三の丸
1-7-41） 

■定 員  ２０人（要予約）※託児付き 
     （定員になり次第締め切り） 
■参加費  無料 
■申込み  茨城県母子家庭就業・自立支援

センターに電話で申し込んでく
ださい。 

 
問合せ  茨城県母子家庭就業・自立支援センター 

℡０２９－２３３－２３５５ 
 

読書感想画コンクールを開催します 
 
 子ども達が，本を読んだ感動を絵で表現す
る，読書感想画コンクールを開催します。 
 小（中）学生の部は，通学する学校に，幼
児の部は，通う保育所等に応募してくださ
い。保育所等へ通っていない幼児は，１月 
２０日までに学校教育課に応募してくださ
い。 
 応募のあった作品は，審査の上入賞者を決
定し，２月上旬に作品展覧会を開催します。 
 展覧会及び大子町ホームページ等で公表
することに同意の上応募してください。 
 
問合せ  学校教育課学校教育係 ℡７９－０１７０ 

 

生ごみ処理容器を購入した方に補助金を交付します 
 
 ごみの減量化を促進し，生活環境の向上を
図るため，生ごみ処理容器(電気生ごみ処理
機)を購入した方に補助金を交付します。 
■対 象 者 
 ・町内に住所を有し，居住している方 
 ・肥料化されたごみを自ら処理できる方 
■補助基数  ９基 
■補助金額  購入額（消費税を除く。）の

１／２以内 ※限度額２万円 
■必要書類等 
 ・申請書及び申請者の印鑑 
 ・振込先金融機関の口座番号 
 ・領収書（宛名，機種名，金額等が記入さ

れているもの） 
 
※申請者，領収書の宛名及び口座名義人は，
同一の方とします。 

 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

 

第３回ふるさと歴史講座開催のお知らせ 
 
 大子町の歴史について学び，郷土に対する
理解を深めることを目的として開催します。
歴史に興味のある方は，この機会にふるって
御参加ください。事前の申込みは，不要です。 
■日 時  １２月１３日（土） 

10：00～12：00 
■場 所  中央公民館講堂 
■講座名  「映像に見る大子の歴史」 
 ・内容  昭和３０年代に大子町内で撮影

された８㎜フィルム映像を手が
かりに，「学校」「商店街」という
２つのテーマから大子の歴史を
見ていきます。 

 ・講師  筑波大学人文学類３年 
大 金 祐 介 氏 

■定 員  １００人（先着順） 
■受講料  無料 
 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８ 

 

おまわりさんのコンサート♪ 
 
■日 時   １２月１７日(水)13：00～15：00 
■場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
■演 目  キラリ☆ピカッとファッショ

ンショー ほか 
■入場料  無料 
 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

 

平成 26年 12月 5日 

－次回の発行は，平成 26年 12月 26日（金）です。

－ 
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